
令和４年度　公立大学法人大阪入札等結果（委託）

大阪公立大学杉本キャンパスほ
か建物劣化度調査及び中長期保
全計画作成業務委託

一般競争入札 R4.5.16 R5.3.25 - - ¥56,430,000 - 株式会社あい設計大阪支社
事務局企画部
施設課

大阪公立大学りんくうキャンパ
スの学舎総合管理業務

一般競争入札 R4.5.18 R7.3.31 - - ¥113,619,000 -
日東カストディアル・サービ
ス株式会社大阪営業部

事務局学務部
りんくうキャンパ
ス事務所

大阪公立大学国際交流宿舎等運
営管理等業務委託（長期継続）

一般競争入札 R4.7.29 R6.9.30 - - ¥7,392,000 - 株式会社ジェイ・エス・ビー
事務局学務部
学生課

大阪公立大学 杉本・中百舌鳥間
のシャトルバス運行業務委託

一般競争入札 R4.9.8 R5.1.20 - - ¥3,484,800 - 大和観光株式会社
事務局学務部
学生課

分子線エピタキシー結晶成長装
置等実験機器の移設業務委託

一般競争入札 R4.10.31 R4.12.28 - - ¥6,231,500 - 株式会社エピテック
事務局総務部
経理課

2023年度新入生定期健康診断
（杉本キャンパス）の業務委託
（単価契約）

一般競争入札 R4.11.4 R5.6.30 - - ¥4,971,120 -
一般財団法人　大阪市環境保
健協会

事務局総務部
安全衛生課

2023年度新入生定期健康診断
（中百舌鳥キャンパス）の業務
委託（単価契約）

一般競争入札 R4.11.4 R5.6.30 - - ¥4,224,000 -
一般財団法人　大阪府結核予
防会

事務局総務部
安全衛生課

2023年度在学生定期健康診断
（杉本・阿倍野キャンパス）の
業務委託（単価契約）

一般競争入札 R4.11.11 R5.12.26 - - ¥14,346,200 - 医療法人　メディフロント
事務局総務部
安全衛生課

2023年度在学生定期健康診断
（中百舌鳥・羽曳野・りんくう
キャンパス）の業務委託（単価
契約）

一般競争入札 R4.11.11 R6.1.31 - - ¥18,049,900 -
一般財団法人　大阪府結核予
防会

事務局総務部
安全衛生課

大阪大都市圏住民の地域と暮ら
しに関する調査 2023春 調査業
務委託

一般競争入札 R4.11.15 R5.3.31 - - ¥3,421,000 -
株式会社サーベイリサーチセ
ンター大阪事務所

事務局学務部
教育推進課

共焦点レーザー顕微鏡の修理 一般競争入札 R4.11.16 R5.3.31 - - ¥2,901,800 - 三和理研株式会社
事務局学務部
りんくうキャンパ
ス事務所

教職員にかかる各種健康診断業
務委託（単価契約）（杉本地
区・阿倍野地区）

一般競争入札 R4.11.18 R6.3.31 - - ¥29,757,970 - 医療法人　厚生会
事務局総務部
安全衛生課
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教職員にかかる各種健康診断業
務委託（単価契約）（中百舌鳥
地区、羽曳野地区、りんくう地
区、工業高等専門学校）

一般競争入札 R4.11.18 R6.3.31 - - ¥15,608,120 -
一般財団法人　大阪府結核予
防会

事務局総務部
安全衛生課

杉本キャンパス・中百舌鳥キャ
ンパス・りんくうキャンパスの
学生にかかる特殊健康診断業務
委託（単価契約）

一般競争入札 R4.11.25 R6.3.31 - - ¥6,655,000 -
一般財団法人　大阪府結核予
防会

事務局総務部
安全衛生課

大阪公立大学羽曳野キャンパス
連絡バス運行業務委託

一般競争入札 R4.11.28 R6.3.31 ¥5,878,400 大和観光株式会社
羽曳野キャンパス
事務所

大阪公立大学りんくうキャンパ
ス実験動物飼育管理業務

一般競争入札 R4.12.5 R8.3.31 - - ¥54,766,800 - 株式会社ジェー・エー・シー
事務局学務部
りんくうキャンパ
ス事務所

杉本キャンパス法学部棟外５施
設ＬＥＤ照明器具等賃貸借

一般競争入札 R5.12.8 R15.5.31 - - ¥49,209,600 - みずほ東芝リース株式会社
事務局企画部
施設課

杉本キャンパス学術情報総合セ
ンターＬＥＤ照明器具等賃貸借

一般競争入札 R5.12.8 R10.5.31 - - ¥57,024,000 - みずほ東芝リース株式会社
事務局企画部
施設課

新入生等学生証発行等の業務委
託

一般競争入札 R4.12.16 R5.4.28 - - ¥4,818,000 - 株式会社クマヒラ関西支社
事務局学務部
教育推進課

獣医臨床センター検体検査及び
臨床検査管理業務

一般競争入札 R5.1.12 R8.3.31 - - ¥105,812,861 -
富士フイルムVETシステムズ株
式会社

事務局学務部
りんくうキャンパ
ス事務所

令和５年度  大阪公立大学杉本
キャンパス事業系ごみ収集運
搬・処分業務委託（単価契約）
その２

一般競争入札 R5.1.18 R6.3.31 ¥10,253,100 - 株式会社　クリーンクニナカ
事務局企画部
施設課

令和５年度　大阪公立大学中百
舌鳥キャンパス 産業廃棄物収集
運搬・処分業務委託（単価契
約）その2

一般競争入札 R5.1.18 R6.3.31 ¥6,692,400 - 株式会社　国中環境開発
事務局企画部
施設課
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令和５年度　公立大学法人大阪
財産保険

一般競争入札 R5.1.31 R6.4.1 - - ¥38,489,810 - 三井住友海上火災保険株式会社
事務局総務部
総務課

令和５年度　公立大学法人大阪
賠償責任保険

一般競争入札 R5.1.31 R6.4.1 - - ‐ - 不調
事務局総務部
総務課

公立大学法人大阪文書等逓送業
務委託

一般競争入札 R5.2.13 R6.3.31 - - ¥3,528,360 - 広田ユニオン株式会社
事務局総務部
総務課

大阪公立大学工業高等専門学校
図書館運営業務委託（長期継
続）

総合評価
一般競争入札

R5.2.7 R9.3.31 ¥30,597,600 - ¥33,528,000 369点 丸善雄松堂株式会社　大阪支店
事務局高専事務部
総務課

大阪公立大学中百舌鳥キャンパ
スにおけるキャリアコンサル
ティング業務委託

一般競争入札 R5.3.15 R6.3.31 - - ¥3,300 -
特定非営利活動法人日本キャリア
開発協会

事務局学務部
学生課


